
平成２８年度 各種会議協議事項 

１．大学等による「おおいた創生」推進協議会 実行委員会 合同開催 

平成２８年６月 

６月２９日 第１回 

協議事項：１．平成２８年度事業について 

報告事項：１．平成２７年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）実績報告書について 

２．平成２７年度事業に係る外部事業評価委員会評価報告書について 

３．県予算事業 地方創生大学等連携プロジェクト支援事業委託業務について 

      ４. 第１回 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委員会資料について 

       ５．インターンシップフェアの開催について 

平成２８年１１月 

１１月１８日 第２回（メール会議） 

協議事項：１．大分県内自治体及び企業の入会について 

     ２．規約の一部改正について 

 

２．ＣＯＣ＋推進機構運営会議 

平成２８年６月 

６月７日 第１回 

協議事項：１．平成２８年度事業について 

報告事項：１．平成２７年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）実績報告書について  

２．平成２７年度事業に係る外部事業評価委員会評価報告書について 

３．県予算事業 地方創生大学等連携プロジェクト支援事業委託業務について 

４．インターンシップフェアの開催について 

平成２８年１２月 

１２月６日 第２回 

協議事項：１．平成２７年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）フォローアップに 

係る実施状況報告書について 

２．地域貢献活動実施状況アンケートの実施について 

報告事項：１．COC+事業平成２８年度進捗状況について 

２．大学等による「おおいた創生」推進協議会規約改正及び追加加入について 

３．シゴト発見フェスタの開催について 

４．大分大学地域創生シンポジウムの開催について 

平成２９年３月 

３月７日 第３回 

協議事項：１．平成 29年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書について 



２．平成 28 年度推進コーディネーター評価について 

報告事項：１．平成 28年度外部事業評価について 

２．平成 28 年度監事監査報告について 

３．大分大学「地域貢献マップ」について 

４．学生及び教員アンケート調査結果について 

５．大分大学地域創生シンポジウムの開催について 

６．地（知）の拠点大学による地方創生推進事業フォローアップ報告について 

７．九州・沖縄 COC/COC+合同シンポジウム in おおいた 2017 について 

 

３．教育プログラム開発委員会 

平成２８年４月 

４月１４日 第１回 

協議事項：１．平成２７年度事業報告書について 

（１）事業報告書について 

（２）大分大学における実績・現状について 

２．平成２８年度事業について 

（１）事業計画補助金調書について 

（２）具体的な事業の概要について 

（３）大分を創る科目の充実について  

   ・基盤教養科目及び高度化教養科目について 

   ・ＦＤ/ＳＤの実施計画について        

３．大分を創る科目の充実のための学内ワーキングについて 

４．地域創生に関する県事業の実施について 

５．その他 

平成２８年６月 

６月２４日 第２回 

報告事項：１．大分大学集中講義・公開授業「国際健康コンシェルジュ養成講座」の実施について 

２．県委託事業の採択状況                       

協議事項：１．平成２８年度入学生の意識調査の実施について            

２．平成２８年度ワーキングにおける検討について 

（１）「大分を創る人材を育成する科目」の検討について 

※１２月を目途に検討を行う。 

①「大分を創る科目」のカリキュラム構成表の作成について 

※「大分を創る科目」の育成する力を含む 

②「大分を創る人材を育成する科目」の開発・検討について 

③企業や自治体との協働に関することについて 

（２）単位互換の効果的な方策について 

（３）授業収録システムの活用の推進について 

（４）大分を創る人材を育成して「匠」認証を行う仕組みづくりについて 

３．「大分を創る人材を育成する科目」の拡大について  



      ※学部専門科目の検討を含む 

４．平成２８年度学長戦略経費（機能強化推進枠）による開発支援経費の運用について                         

５．その他 

平成２８年８月 

８月１９日 第３回（メール会議） 

協議事項：１．平成２８年度後期「大分を創る人材を育成する科目」単位互換科目の追加について  

８月２４日 第４回（メール会議） 

報告事項：１．地方創生大学等連携プロジェクト支援事業Ｂ（県委託事業）「おおいたプロモーション」 

プログラム２０１６の再公募について     

８月２９日 第５回 

協議事項：１．平成２８年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 

（大分大学ＣＯＣ＋事業評価表）（案）について 

２．高度化教養科目の企画作業について 

３．「大分を創る人材を育成する科目」のカリキュラムについて 

（１）大分を創る人材を育成するカリキュラムにおいて養成される人材像について 

（２）大分を創る人材を育成する科目のカリキュラム・ルーブリックについて 

（３）大分を創る人材を育成するカリキュラム・ツリー及び「匠」認証までの流れについて    

※学部専門科目に関する今後の検討内容を含む  

（４）大分を創る科目を「育成する力」と「授業方法」から見るカリキュラム調査について 

４．平成２８年度学長戦略経費（機能強化推進枠）に係るカリキュラム開発支援について 

※採択決定後に学部をとおして科目選定を行う。 

５．平成２８年度入学生の意識調査の結果について 

６．集中講義・公開授業「知的財産入門」の単位数変更について 

７．その他 

平成２８年１０月 

１０月３１日 第６回 

協議事項：１．平成２８年度「大分を創る科目（基盤教養科目）」及び「大分を創るトップアップ科目 

（高度化教養科目）」のカリキュラム開発支援科目の選定結果について   

平成２８年１２月 

１２月５日 第７回 

協議事項：１．「地域創生教育プログラム」に関する学部専門科目の設定について                

２．平成２９年度の「大分を創る科目」の設定等について 

３．大分大学地域創生シンポジウムの開催について 

４．ＣＯＣ＋事業に係る各種調査事項の調査について 

５．ＣＯＣ＋事業に係る平成２９年度教育プログラム関連予算について 

６．高度化教養科目のカリキュラムについて 

７．その他 

平成２９年２月 

２月７日 第８回 

協議事項：１．平成２８年度事業評価について  



２．大分大学地域創生シンポジウムについて 

３．平成２９年度事業について 

（１）平成２９年度「大分を創る科目」、「大分を創るトップアップ科目」の確認と 

単位互換科目について 

（２）平成２９年度地域創生教育に関する学部専門科目について 

（３）平成２９年度入学生への「大分を創る科目」のガイダンス及び意識調査について 

（４）インターンシップ及びフィールドワーク等に関する協定書について 

４．その他 

（１）大分大学と大分県内自治体・企業・団体等との協働活動状況調査について 

（２）ＣＯＣ＋事業に係る協働開発科目企画研修会（ＦＤ）開催について 

 

４．大分大学ＣＯＣ＋教育プログラム開発委員会ワーキング 

平成２８年６月 

６月９日 第１回 

報告事項：１．おおいた豊穣化教育プログラムの構造と体系 

２．大分を創る人材を育成する科目（履修ガイドブック）について 

３．県委託事業の申請状況の報告 

協議事項： 

※ワーキングメンバーが、教育プログラム開発委員会へ提案する事項に関して研究・協議する 

以下の内容について共通認識するとともに、今後の取組の方向性を協議する。 

１．学生対象キックオフの意識調査の報告 

         →全学生（又は無作為抽出）の意識調査の実施について 

              参考：県内入学者率と就職者率 

２．大分を創る人材を育成する科目の拡充について 

（１）大分を創る科目（基盤教養科目）の拡充の手順について 

（２）大分を創るトップアップ科目（高度化教養科目）の開発について 

（３）単位互換の推進について 

（４）企業や自治体との協働に関することについて 

３．大分を創る人材を育成する科目のカリキュラムの研究と拡充について 

（１）カリキュラムマップの作成について 

（２）到達目標（評価規準）とルーブリック（評価基準）について 

（３）企業や自治体との協働に関することについて 

４．授業収録システムの活用の推進について 

５．大分を創る人材を育成して「匠」認証を行う仕組みづくりについて 

６．その他 

  ・地域創生の人材育成の方策に関する意見交換 

平成２８年７月 

７月７日 第２回 

報告事項：１．Ｈ２８年度入学生の意識調査の実施について 

協議事項：１．「大分を創る人材を育成する科目」のカリキュラム構成表の検討 



※「大分を創る科目」の育成する力を含む 

※学部専門科目の検討を含む 

２．大分を創る科目の充実に関する観点表について 

３．ＣＯＣ＋事業先進地視察について 

平成２８年８月 

８月４日 第３回 

協議事項：１．基盤教養科目「大分を創る科目」で育成する力一覧表について 

２．大分を創る科目を「育成する力」と「授業方法」から見るカリキュラム調査表（案）について 

３．その他   

平成２８年１０月 

１０月１７日 第４回 

協議事項：１．学部専門科目と大分を創る科目（教養教育科目）の連携に関すること 

２．大分を創る科目のカリキュラム・ルーブリックの作成に関すること 

３．その他 

（１）「大分大学地域（地方？）創生プログラムシンポジウム」について 

 

５．教育プログラム開発部会 

平成２８年４月 

４月２８日 第１回 

協議事項：１．平成２７年度事業報告について 

（１）事業報告書について 

（２）各大学等における実績・現状について 

２．平成２８年度事業について 

  （１）事業計画補助金調書について 

  （２）具体的な事業内容について 

 （３）大分を創る人材を育成する科目の協働開発について 

    ・大分を創る人材を育成する科目の拡充計画   

    ・授業収録科目の設定と配信 

  （４）ＦＤ／ＳＤについて 

３．「教育プログラム開発ワーキング」について 

４．地域創生に関する県事業の実施について 

５．その他 

平成２８年７月 

７月１２日 第２回 

報告事項：１．地方創生大学等連携プロジェクト支援事業（県委託事業）の採択状況 

２．ＣＯＣ＋事業の連携校及び連携企業間教育プログラム開発ワーキングの本年度検討事項 

   （１）「大分を創る人材を育成する科目」の今後の拡充に関すること 

   ①「大分を創る人材を育成する科目」の各校の拡充について 



   ②「大分を創る人材を育成する科目」の協働開発について 

    ③ 企業や自治体との協働に関することについて 

（２）単位互換の効果的な方策について 

（３）授業収録システムの活用の推進について 

（４）大分を創る人材を育成して「匠」認証を行う仕組みづくりについて 

平成２８年８月 

８月２２日 第３回（メール会議） 

協議事項：１．平成２８年度後期「大分を創る人材を育成する科目」単位互換科目の追加について              

８月２４日 第４回（メール会議） 

協議事項：１．地方創生大学等連携プロジェクト支援事業Ｂ（県委託事業）「おおいたプロモーション」 

プログラム２０１６の再公募について 

平成２８年９月 

９月１５日 第５回 

協議事項：１．平成２８年度地(知）の拠点大学による地方創生推進事業（大分大学ＣＯＣ＋事業）評価 

表（案）について 

２．平成２８年度「ＣＯＣ＋事業の連携校及び連携企業間教育プログラム開発ワーキング」 

の協議事項について 

３．大学等による「おおいた創生」推進協議会 地方創生大学等連携プロジェクト支援事業 

（県委託事業）再公募の採択について  

４．その他 

（１） 大学等による「おおいた創生」推進協議会 地方創生大学等連携プロジェクト支援 

事業の進捗状況について 

平成２８年１２月 

１２月１９日 第６回 

（第５回ＣＯＣ＋事業の連携校及び連携企業教育プログラム開発ワーキングと合同開催） 

協議事項：１．大分を創る人材を育成する科目の選定について 

２．教育内容や教育のレベルの共有に関することについて 

３．単位互換科目の選定に関することについて 

４．協働開発科目について 

５．その他 

報告事項：１．地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）平成２７年度 実施状況報告書 

について 

２．平成２８年度  地(知）の拠点大学による地方創生推進事業評価表について 

３．各大学での取組について 

４．平成２８年度大分大学入学生の意識調査の分析と考察について 

平成２９年２月 

２月１０日 第７回（メール会議） 

協議事項：１．平成２８年度 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業評価表について 



６．ＣＯＣ＋事業の連携校及び連携企業教育プログラム開発部会ワーキング 

平成２８年６月 

６月１７日 第１回 

報告事項：１．おおいた豊じょう化教育プログラムの構造 

２．各大学等の「大分を創る人材を育成する科目」について 

協議事項： 

※ワーキングメンバーが、教育プログラム開発部会へ提案する事項に関して研究・協議する以下の 

内容について共通認識するとともに、今後の取組の方向性を協議する。 

１．県委託事業の選定について 

２．「大分を創る人材を育成する科目」の各校の現状と今後の方向性について 

   （１）「大分を創る人材を育成する科目」の各校の現状と拡充方策について 

①（大分大学）カリキュラムマップの作成と育成する力の検討について 

②各校の現状と拡充方策について 

   （２）「大分を創る人材を育成する科目」の協働開発について 

（３）企業や自治体との協働に関することについて 

３．単位互換の効果的な方策について 

４．授業収録システムの活用の推進について 

５．大分を創る人材を育成して「匠」認証を行う仕組みづくりについて 

６．その他 

・地域創生の人材育成の方策に関する意見交換 

平成２８年８月 

８月２２日 第２回 

協議・情報交換事項： 

※１回目のワーキングでの協議と、参加大学との情報交換内容を参考にしながら、各大学の 

取組やＣＯＣ＋事業としての今後の取組の方向性について協議・情報交換を行う。 

１． 第２回ＣＯＣ＋事業の連携校及び連携企業間教育プログラム開発ワーキング協議内容 

について 

・「大分を創る人材を育成する科目」の選定について 

・「大分を創る人材を育成する科目」の育成像とルーブリックについて 

・協働開発科目について 

・「匠」について 

・単位互換について 

・授業収録システムの活用について 

・社会人の学び直しについて 

・ワーキングの役割について 

・その他 

２．地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 年度別事業計画について  

３．その他 

平成２８年９月 

９月１３日 第３回 



協議事項：１．地方創生大学等連携プロジェクト支援事業Ｂ（県委託事業）「おおいたプロモーション」 

プログラム 2016 の再公募の選定結果について 

平成２８年１０月 

１０月２８日 第４回 

協議事項：１．協働開発科目の研究について 

２．平成２９年度単位互換科目の選定方針に関すること 

３．大分を創る人材像の共有に関すること 

４．その他 

（１）大分を創る人材を育成する科目の選定について 

（２）その他 

報告事項：１．単位互換科目「ジェネリックスキル養成１」（日本文理大学) 実施報告 

平成２８年１２月 

１２月１９日 第５回 

（第６回教育プログラム開発部会と合同開催） 

協議事項：１．大分を創る人材を育成する科目の選定について 

２．教育内容や教育のレベルの共有に関することについて 

３．単位互換科目の選定に関することについて 

４．協働開発科目について 

５．その他 

報告事項：１．地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）平成２７年度実施状況報告書について 

２．平成２８年度  地(知）の拠点大学による地方創生推進事業評価表について 

３．各大学での取組について 

４．平成２８年度大分大学入学生の意識調査の分析と考察について 

 

７．雇用創出・県内就職率向上委員会 

平成２８年８月 

８月４日 第１回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度大分県産学官交流大会 平成２８年度第１回合同研究成果発表会」の 

       合同開催について 

平成２８年９月 

９月１５日 第２回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度第２回合同研究成果発表会（食品・健康分野）」の開催について 

平成２８年１１月 

１１月７日 第３回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度第３回合同研究成果発表会（環境・エネルギー分野）」の開催について 

平成２８年１２月 

１２月１日 第４回（メール会議） 



協議事項：１．平成２８年度事業及び事業評価内容について 

報告事項：１．インターシップフェア報告会成果発表報告 

     ２．シゴト発見フェスタ 

平成２９年２月 

２月７日 第５回 

協議事項：１．平成２８年度事業評価について 

     ２．大分大学地域創生シンポジウムについて 

     ３．平成２９年度事業について 

     （１）平成２９年度「大分を創る科目」、「大分を創るトップアップ科目」の確認と 

        単位互換科目について 

     （２）平成２９年度地域創生教育に関する学部専門科目について 

     （３）平成２９年度入学生への「大分を創る科目」のガイダンス及び意識調査について 

     （４）インターンシップ及びフィールドワーク等に関する協定書について 

     ４．その他 

     （１）大分大学と大分県内自治体・企業・団体等との協働活動状況調査について 

     （２）COC+事業に係る協働開発科目企画研修会（FD）開催について 

 

８．産業振興・雇用創出部会 

平成２８年８月 

８月４日 第１回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度大分県産学官交流大会 平成２８年度第１回合同研究成果発表会」 

      の合同開催について 

平成２８年９月 

９月１５日 第２回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度第２回合同研究成果発表会（食品・健康分野）」の開催について 

平成２８年１１月 

１１月７日 第３回（メール会議） 

協議事項：１．「平成２８年度第３回合同研究成果発表会（環境・エネルギー分野）」の開催について 

 

９．産業振興・雇用創出部会 県内就職率向上部会 合同部会 

平成２８年１２月 

１２月５日 第１回 

協議事項：１．平成２８年度事業及び事業評価内容について 

     ２．県内就職率向上に向けての取組及び雇用創出・産業振興の取組 

報告事項：１．教育プログラム開発の取組について 

     ２．県内就職率向上に向けた高大接続の取組について 



     ３．シゴト発見フェスタについて 

     ４．大分大学地域創生シンポジウムの開催について 

 

１０．自己評価委員会 

平成２９年２月 

２月１７日 第１回（メール会議） 

協議事項：１．平成２８年度ＣＯＣ+事業に係る「自己評価」について 

 

１１．外部事業評価委員会 

平成２８年６月 

６月１日 第１回 

協議事項：１．平成２７年度事業に係る外部事業評価委員会評価書（案）について 

     ２．平成２８年度事業について  

     ３．平成２８年度事業に係る外部事業評価について 

平成２９年３月 

３月１５日 第２回 

協議事項：１．平成２８年度事業に係る外部事業評価委員会評価書（案）について 

     ２．平成２９年度事業について  

 


